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第 6 回第 6 回  歴史教室開催歴史教室開催
　　「芳賀の有力者と庶民の生活」をテーマに開催してきま「芳賀の有力者と庶民の生活」をテーマに開催してきま
した。今年度最後の歴史教室ですので、ぜひご参加ください。した。今年度最後の歴史教室ですので、ぜひご参加ください。
【とき】12月10日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール　【参加料】無料
【講師】栃木県立博物館学芸部長　江田 郁夫 氏
【演題】「中世芳賀氏の栄光と挫折」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座 たこづくり教室たこづくり教室
　　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま
す。手作り凧を作り、来年１月15日（日）に開催さす。手作り凧を作り、来年１月15日（日）に開催さ
れる「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。れる「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。
【とき】12月17日（土）　午前10 時～正午
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または市内在学の方（小学生以下【対象】市内在住または市内在学の方（小学生以下
　は保護者同伴）　先着 20 組　は保護者同伴）　先着 20 組
【持ち物】軍手　【受講料】300円【持ち物】軍手　【受講料】300円
【申し込み】12 月 3 日（土）から下記窓口または【申し込み】12 月 3 日（土）から下記窓口または
電話受付電話受付（（午前 8時 30分～午後 5時 15分）午前 8時 30分～午後 5時 15分）

市民市民
講座講座

お正月用お正月用
フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント

【とき】12月 26日（月）
　午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 30人　先着 30人
【受講料】3,000 円（材料代）【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12月 6日（火）から下記窓口または電【申し込み】12月 6日（火）から下記窓口または電
話受付話受付（（午前 8時 30分～午後 5時 15分）午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館　　　
☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

　　

みんなのひろば
●地方税の申告は eLTAX（エルタックス）で！
　eLTAXは、地方税における手続きを、インターネッ
トを利用して電子的に行うシステムです。手続きが自
宅やオフィスからできたり、複数の地方自治体へまと
めて一度に送信できたりするなどのメリットがありま
す。eLTAXのサービスは無料です。平成29年1月から、
国と地方にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・
給与支払報告書の電子的提出の一元化が始まります。
これにより、PCdesk で給与支払報告書と源泉徴収票
のそれぞれのデータが作成され、給与支払報告書のデー
タが市区町村に、源泉徴収票のデータが国税庁に届け
られます。eLTAX に関する詳しい情報はホームペー
ジ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。eLTAX
の利用可能時間は 8:30 ～ 24:00（土日祝日、年末年
始は除く）【問い合わせ】一般社団法人地方税電子化協
議会ヘルプデスク☎ 0570-081459（ハイシンコク）
●「聞こえの悩み・難聴と補聴器相談」のご案内
　聞こえの悩み、補聴器、コミュニケーションに関す
る相談、体験交流・福祉機器の展示を行います。【とき】
12/20（火）10:00 ～ 12:00（相談・座談会、受付
は 11:00 まで）、13:00 ～ 15:00（体験・交流会、受
付は 13:00 まで）【ところ】市公民館第 1、2会議室
【対象】補聴器等に関心がある方、病気・事故・加齢
等により聞こえに不自由を感じている方やそのご家族
等 【内容】難聴に関する相談（身体障がい者相談員等
が対応）【参加料】無料【問い合わせ】難聴者協会☎
080-8742-9811　FAX0285-51-1326
●「吊り飾り二人展」を開催
【とき】12/6（火）～ 25（日）【ところ】真岡市市民
活動推進センター コラボーレもおか【主催】団体登
録「ボランティア仲間の会」【問い合わせ】コラボー
レもおか☎ 81-5522（亀田）

科学教育センター 12月科学教育センター 12月のの案内案内
★プラネタリウム冬の夜間特別公開★
　「冬の星空めぐり」
【とき】12月16日（金）午後7時から　※途中入場不可
【内容】冬の星座の物語　（投影時間：約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）　
　※定員になり次第、観覧券の販売は終了
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

いきいき体操教室いきいき体操教室
～ストレッチ編～～ストレッチ編～

　マットやボールを使用したストレッチ等を行います。
【開始日】1月 11日（水）　午前 10時 30分～正午
　（毎週水曜、全 12回） 　【ところ】井頭温泉
【対象】以下の条件を満たす市民の方　先着 15人
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇この教室に初めて参加する方
【申し込み】下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

～推薦してください～
中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰
【推薦基準】　事業所長が推薦する、次の①～⑤すべ
　てに該当する方
①真岡市内に本社を有する社員 50人以下の同一事
　業所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
 ※身障者手帳を有する者は 5年以上。勤続年数基
　 準日は平成28年12月 31日現在
②以前に同種の表彰を受けていない方、または受
　賞後 10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに準
　ずる方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納
　していないこと

【提出物】所定の推薦書（市商工観光課に用意、市
　ホームページからも印刷可）、勤続年数を証明す
　る書類（8年以上前の給与台帳の写し・社会保険   
　証の写しなど）、被推薦者・事業所・事業主各々
　の税の完納証明書各 1部
【申込期限】平成 29年 1月 6日（金）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】12月 14日（水）　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり
　雑木林の落ち葉を集めて、カブトムシのための堆
肥場を作ります。
【とき】12月 17日（土）午前 9時 30分～正午
　※雨天中止　【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。（小学 4年生以下
　は保護者同伴）先着 30人 　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても良い動きやすい服装、長靴、軍手
【申し込み】12月3日（土）午前8時30分から【申し込み】12月3日（土）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】
　根本山自然観察センター ☎83-6280 FAX 83-4624
　（月曜・祝日の翌日休み）

身体障がい者身体障がい者のためののための巡回相談巡回相談
【とき】1月 19日（水）午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】肢体不自由の方の身体障害者手帳の申請（程
度変更も含む）および相談（無料）

【主催】とちぎリハビリテーションセンター
【申し込み】1月 6日（金）までに下記まで申し込み
 【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX83-8554

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
真岡市立図書館真岡市立図書館

障害者週間特別イベント障害者週間特別イベント
『地元図書館と女子高生と障がいを持った仲間が手を組んだ！』『地元図書館と女子高生と障がいを持った仲間が手を組んだ！』
　絵本の読み聞かせ、お絵描きワークショップや授
産品の販売を行います。コットベリーちゃんもやっ
て来ます。
【とき】12月 3日（土）午後 1時 30分から
【その他】市立図書館では９日（金）まで、障がい者
　に関する本とＤＶＤの特設コーナーを開催します。
もおかぴょんとクリスマス in 真岡もおかぴょんとクリスマス in 真岡

　もおかぴょんとクリスマスツリーの前で記念撮影、
おはなし会を行います。
【とき】12月 23日（金）
　①撮影会：午前10時30分から、午後1時30分から
　②おはなし会：午前 10時から、午後 2時から
【参加料】無料　【申し込み】不要

「新春！かるた大会」「新春！かるた大会」
　かるたを知って、実際に遊んでみましょう。
【とき】1月 7日（土）午後 2時～ 4時
【対象】5歳以上～小学生　先着 12人
【申し込み】12月 2日（金）午前 9時から市立図
　書館窓口または電話受付

二宮図書館二宮図書館
クリスマスおたのしみブッククリスマスおたのしみブック

　クリスマスにおすすめの本をラッピングして貸し
出しします。どんな本が包まれているかはお楽しみに。
【期間】12月 17日（土）～ 25日（日）
【申し込み】不要
【その他】子ども向け、大人向け冊数制限があります。
もおかぴょんとクリスマス in 二宮もおかぴょんとクリスマス in 二宮

　もおかぴょんとクリスマスツリーの前で記念撮影、
おはなし会を行います。
【とき】12月 24日（土）
　①撮影会：午前 10時から、午後 1時 30分から
　②おはなし会：午後 2時から
【参加料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　二宮図書館☎ 74-0286
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

男女共同参画セミナー男女共同参画セミナー

「イクボスの力が組織を「イクボスの力が組織を
　変える、企業を伸ばす」　変える、企業を伸ばす」

　国を挙げて取り組んでいる女性活躍
推進は、育児に積極的にかかわるイク
メンの活躍と、女性やイクメンに理解を
示し、励まし、個々のポテンシャルを最
大限に活かす真のマネジメント力を備え
たイクボスの存在が欠かせません。セミ

ナーでは、現在の社会状況を知り、イクボスに必要
な知識とマネジメントスキルをお伝えします。
【とき】12月20日(火 )　午後6時30分開場、午後7時開演
【ところ】市民会館 小ホール
【講師】㈲フェードイン 代表取締役　工藤　敬子 氏
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070

技能検定合格者技能検定合格者をを表彰表彰しますします

【申し込み・問い合わせ】真岡市荒町 5191 番地　
　真岡市産業環境部商工観光課勤労者係　
　☎ 83-8134 FAX83-0199

　市では、市内に在住している方で、技能検定 1
級および単一等級の合格者への表彰を行っていま
す。下記の条件を満たす方は、商工観光課までお知
らせください。
【表彰対象者】平成 27年度後期、平成 28年度　前
期技能検定試験の 1級および単一等級合格　者で
市内在住の方
【報告】対象者がいる場合には、合格証書の写しを
下記窓口まで持参いただくか、郵送または FAX
でご提出ください。

【期限】12月 20日（火）まで

美術品展示館 企画展美術品展示館 企画展
「木版画展」関連ワークショップ「木版画展」関連ワークショップ

木口木版を刷ってみよう木口木版を刷ってみよう
　12 月から美術品展示館で開催中の「木版画展」
を鑑賞し、あーとネット・とちぎが開発した《版画
用卓上油圧式プレス機》を使って、実際に木口木版
画を刷る体験をして、カレンダーを作ります。
【とき】12月 11日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくり
　センター　【対象】どなたでも参加可　先着16人
【参加料】100円　【講師】あーとネット・とちぎ会員
【その他】汚れても良い服装でお越しください。
【申し込み】下記窓口または電話受付
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館 
　☎ 82-2012（FAX兼用）（火曜休） 

【とき】12月 11日（日）午前 10時～午後 1時
　※栄養士による講話は30分程度で、その後、個別
　　相談ができます。
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】『「血糖値が高めな方へ」糖尿病予防食 早い！
　簡単！クッキング』　【講師】栄養士会県東支部

【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催しますします


